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世々代がつながる

活性化を願う

顧問 朝倉　敏夫

　(東高10回生)

　このたび、関東青雲同窓会長役を退き、新山容一・新会

長に会運営の最高責任を委ねることとなった。

　中村隆伎会長時代以来、20年ぶ胴二交代した役剖を、１

期２年も全うせずに辞任したことについては、少なからぬ

会員が驚いたかもしれない。私には、当然、会員の皆様に

対する説明責任があるだろう。

　退任の理由は、要するに、「多忙」である。そのため、

会運営についての打ち合わせに充分に参画できず、結果と

して、無責任になりかねない、と実感したことによる。

　私の現在の本業は、読売新聞東京本社の常務取締役・論

説委員長である。それだけでも充分に忙しいが、そのほか

にも、いくつかの政府関係「公職」を引き受けている。い

わゆる審議会のたぐいである。いわば、一種の社会貢献の

つもりからだ。

　例えば、「特殊法人等改革推進本部参与会議」がある。

辞令は小泉首相から手渡されており、座長は、警備会社セ

コムの創業者・飯田充氏。私は座長代理ということになっ

ている。この会議は、「独立行政法人の在り方に関する有

識者会議」と二枚看板で、特殊法人、独立行政法人の事業

運営に関して、この三年前後の間に、合計１兆５千億円に

及ぶ国民の税金節約に貢献した。そのことは、内開府の各

種公式文書にも明記されている。

　ただ、この仕事を頼まれるに際して、役所の側が言って

いたのは、会議は２～３か月に一回ということだった。実

際に審議を始めてみたら、とてもそんなことでこなせるよ

うな作業ではなく、１か月に２～３回は首相官邸で会議を

関くことになった。月にたった２～３回か、と思う人もい

るかもしれないが、１回の会議の前には、様々な資料の読

み込みその他の率備にいろいろと時間を要する。

　また、内開府の「独立行政法人評価委員会」という仕事

も引き受けている。これも辞令は首相名だ。委員長は行政

学の大森弥・東大名誉教授。私は委員長代理で二つの分科

会をも担当していた。これも、ときには事業評価“採点作

業”のため、帰宅後、膨大な関係資料に目を通すのに深夜

まで、あるいは土、日曜日もつぶすなど、自分の本業はな

んなのかと思うことがあるほど時間をとられる。

　実は、この「評価委員会」については、今年１月、多忙

を理由に辞任を中し出た。しかし、いろんな慰留攻勢に会

い、最終的には、分科会担当を一つだけに絞るという条件

で、委員長代理に留まっている。

　もう一つ、昨年夏から「社会保険庁の在り方に関する有

識者会議］なる官房長官の諮問機関の委員を務めている。

これも、会議は月に１度、首相官邸で問くが、実際は、裏

会議やら裏打ち合わせやらで、準備時間をとられる。この

４月はじめ、内開府からもう一つ別の会議の委員就任を打

診されたが、これは即座に断った。

　他にも任期が続いている「公職」が複数ある。この２～

３年の間に幾つか就任したのだが、この間、本業の方も、

以前より忙しくなっている。

　そういう日常の中で、私が、会長を続けることは無責任

になりかねないと最初に痛感したのは、昨年12月の幹事会

に出席できなかったことである。出席予定だったのに、直

前になって本業・公職がらみの会合が入った。それ以前

に、11月末、当地の東高同朝会があったが、やはり別の会

合が重なり、出席できなかった。　１月下旬の函館市長と函

館経済人との会食にも、当日夕になって、社業の都合上、

危うく欠席することになりそうだった。これも関東青雲同

窓会長として招かれているわけだから、ドタ牛ャンとなれ

ば会長としての不義理となる。

　以上のような状況を、会員の皆さんによろしくご理解い

ただきたいと願う。

　幸い、後は新山君が引き受けてくれた。新山君は、これ

まで、幹事長役などを通じて、会運営への貢献度は抜群で

ある。結果として、他高校同窓会をはじめ函館関係諸団体

との人脈もきわめて豊富だ。新会長としての力量には、な

んの不安もない。

　私が会長を引き受け九時、私が果たすべき最大の役割

は、会運営の若返りだろうと考えていた。どこの同窓会に

も、“老人クラブ”化傾向に悩んでいるようである。放置

すれば、いずれ立ち枯れかねない。この１年間、私なりに

若返胴二向け、多少の手を打ったつもりだが、まだまだ布

石の初期にすぎない。

　問題意識は新山新会長も共有している。私も引き続き新

執行部を支えていくが、会員の皆さんにもよろしくご協力

をお願いしたい。
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【会務報告】

　我々、関東地区青雲同窓会会員の中から下記２名の方が

叙勲を受けられましたので、会員及び関係各位にお知らせ

いたします。

　山名様､厚谷様におかれましては､健康に留意され､ます

ますのご活躍をお祈りいたします｡おめでとうございました。

＊　山名　昭二（市中２回生）

＜経歴＞

　昭和19年中学校長の勧めで軍隊志願

　８ケ月後終戦、故郷へ

　昭和26年神奈川県警察へ就職

　昭和34年警視庁へ出向

　昭和61年警視庁を退職（警察生活35年）

　昭和61年板橋区役所防災センター再就職

　平成10年同上センター退職

現在東京都行政書士会板橋支部副支部長

及び賞状書士養成教室講師

2005年春の叙勲（瑞宝単光章）

＊　厚谷　襄児（東高３回生）

＜経歴＞

　昭和33年べt月公正取引委員会事務局に勤務

　昭和62年7月公家委･事務局長

　平成2年3月北海道大学法学部教授

　平成4年12月北海道大学法学部学部長

　平成10年3月同上退官

　現在　帝京大学法学部教授及び弁護士

　2004年秋の叙勲（瑞宝重光章）

Z回Z

　昨年に引き続き、会報第７号を発刊できた事大変嬉しく

思っております。これも一重に皆様方の協力の賜物と本当

に感謝しております。特に、関西支部青雲同窓会小林会長

様から初めての投稿もあり感謝しております。今後共、隣

の支部でもある関西支部との交流を盛んにしたいと考えて

おります。

　今回は、朝倉会長が､仕事の都合上退任し、後任に前川

会長の新山新会長を迎える事となり役員も一新し非常に若

退りました。また会則も変更レ関東地区青雲同窓会もま

すます繁栄される事を信じております。

　新しい物づくしで今まで中村名誉会長のご好意によりま

して会発足当時から戸田中央総合病院内に置いておりまし

た事務所も田村幹事長のご好意によりまして、豊島区の㈱

東洋興産内に移転も決り、総会終了後引越しを考えており

ます。 20年以上もの間、本当に有難うございました。ただ

一一度には全てを移転する事は、非常に困難を極めますので

完全に移転するまでは、約１年ほどはかかるかと思ってお

ります。何卒宜しくお願い致します。

　最後に、今回も昨年同様この会報発行に多大なるご協力

を頂きました富士製版印刷㈱小林社長（函館中部高校同窓

会）に感謝いたします。　　　　　　　（東高15回生；Ｎ）

役職名 氏　　　　　名

名誉会長 中村隆俊（市中２回生）

会　　長 新山晋一（東高11回生）

副会長 中川和彦（崇高15回生）笠巻哲昭（崇高16回生）釣谷　勝（崇高21回生）藤本智志（崇高２５回生）

幹事長 田村良人（東高17回生）

副幹事長 長崎秀樹（崇高22回生）干葉芳充（崇高24回生）

顧　　問 朝倉敏夫（東高10回生）

相談役 山名昭二（市中２回生）　小西康雄（市高2回生）　辻　政良（東高8回生）　菅原将城（東高9回生）

保坂好昭（崇高9回生）　川口嵩子（崇高11回生）小南正光（崇高12回生）鈴木雅子（崇高12回生）

酒井俊行（崇高13回生）厚谷延実（崇高16回生）

会計幹事 高橋喜宣（東高23回生）福田道義（東高２８回生）

監査役 櫓森元元（東高16回生）亀谷　聡（東高22回生）

年度幹事 辻　政良（市中～市高2回生～10回生）　川口嵩子（市高11回生）　鈴木雅子（市高12回生）

酒井俊行（市高13回生）村松俊紹（市高14回生）中川和彦（市高15回生）厚谷延実（市高16回生）

田村良人（市高17回生）安田基治（市高18回生）広川　豊（市高19回生）上端　勉（市高20回生）

釣谷　勝（市高21回生）亀谷　聡（市高22回生）高橋喜宣（市高23回生）千歳芳充（市高24回生）

藤本智志（市高25回生）
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原点に立って

函館東高等学校長　森 武

　昨年は、北海道らしからぬ猛暑の夏となり、その猛暑

が収まったと思った初秋に続けて４回も台風に直撃さ

れ、本校を守ってくれている樹木も相当倒れてしまいま

した。裏校庭の「信太郎池」（地下水の減少で今はほと

んど本が枯れてしまいました）を囲む樹木も例外ではな

く、根こそぎ倒れたまま台風の爪痕を露わに留め続けて

いる巨木もあります。

　今年はまた、例年になく春の訪れの遅い新学期を迎え

ました。　４月に入っても雨混じりの雪が舞い、４月８目

の入学式には駐車場が雪解け時の河津状態で、保護者の

方々には大変ご迷惑をおかけしてしまいました。

　それでも、確実に季節は巡り、函館にもやっと春らし

い春がやってきました。木々の芽も勢いよく脹らみ始め

ています。特に学校は新入生を迎えると急に元気づくも

ので、２・３年生は先輩らしい顔になり、１年生は神妙

な中にも東高生となった実感をそれぞれに感じ始めてい

ます。その変化を見るのが私達教員にとってはたまらな

く嬉しいものです。

　関東にお住まいの「青雲同窓会］のみなさん、いかが

お過ごしでしょうか。中村名誉会長さんや朝倉会長さん

を初め、みなさん、お元気にご活躍のことと拝察いたし

ております。私はいつも、函館本部の平沼会長さんを中

今蘇る曙の

衆議院議員 金田　誠一

　(東高16回生)

　表題の言葉は言わずと知れた我が函館市高校の校歌、

出だしの一節である。母校の沿革概要によれば昭和26年

２月７日新校歌を披露とあり、翌月の３月１日に市高校

第一回卒業式が挙行されている。

　私は昭和41年の卒業だから、在校中は校舎の裏に有名

な牛舎の残骸も残っていたレグラウンドの造成も生徒

の勤労奉仕によるものと聞かされてきた。しかレ校歌

については、その由来を教わった記憶は残っていない。

　ところが、二年程前のある日、ある先輩から校歌の意

味を聞いて衝撃を受けた。終戦によって軍国主義の時代

が終り、人々は解放されて自由になった。「今蘇る曙の」

にはその喜びが込められている－と言うのである。

心に全国の先輩達に励まされ支えられて今の本校がある

ことを実感しております。この紙面をお借りし、「関東

青雲同窓会］のみなさんにも心から感謝申し上げます。

　ご存じのとおり、平成19年度、本校は函館北高校と統

合しますが、今年度、その第１期生か入学しました。彼

らが３年生の時に統合となります。統合に向けての作業

については、まさに「目暮れて進達し］の感があり、統

合と進学重祝祭単位制導入の具体化に向け時間の切迫に

焦りを覚えているというのが本当のところです｡しかレ

生徒達は誠に元気で、文武画道を目指しそれぞれにもが

きながらも若者らしく頑張っています。大人と追って子

供達には柔軟性があり、私の目には、空一杯に広がる世

界をまるで自分のためだけにあるととらえ、思いっきり

背伸びをしようとしているように彼らが見えることかあ

ります。今の子供達には「夢」がないという言葉をよく

耳にしますが、本校の生徒を見ている限り、若者は今も

昔もやはり若者であると私は感じます。そして、勿論、

精神はまだ未熟ですが、「青雲魂］「青雲の志」の後継者

としてその精神の体得に彼らなりに務めていますレそ

の言葉に詰りを持った目常生活を本校生はしています。

　世の中の変化は急撃ですし、本校にとっては他には例

のない形での統合という問題もありますが、取り巻く環

境はどうであろうと、私は教育の原点に立って本校生を

育てていきたいと考えています。私の考える教育の原点

は「基礎基本」「躾」「思い遣りのある人間性］の３点で

す。

　最後になりましたが、「関東青雲同窓会」のみなさん

のご健康とご活躍を心より祈念申し上げますとともに、

いつまでも本校生をみなさんの後輩として温かく見守っ

て下さることをお願いし、ご挨拶といたします。

　実は、その先輩の言葉はもっと違う言い回したった。

その時代を体験した人にしか分らない感情が込められて

いたのだが、正確には思い出せず月並みな表現しかでき

ないのが残念である。青雲同窓会会員名簿には、先輩の

名前は「学校改革のため他校へ転校一昭和23年入学］の

欄に記されている。

また、もう一人の女性の先輩は昭和28年枠の東高３回生

なのだが、「あの時代は暗黒の時代でしたから……」とい

う言葉を時々口にされる。終戦時は10歳前後たった先輩

にとって、「暗黒の時代］加終って新たに始った時代は、

やはり同様に「今蘇る曙の」時代であったのだろうか。

　今､私が身をおく国会では憲法論議加花盛りである。し

かレその中には両先輩加俸験して来られた、「暗黒の時

代」から「今蘇る曙」へ、という視点は感じられない。ま

た、国民がこれほど困っている時に憲法云々のヒマはな

いだろうとも思う。その上で敢て言えば､改正で良くなる

なら賛成、悪くなるなら反対というのが私の立場である。

　その場合、問題は良し悪しの基準をどこに求めるかだ

ろう。私は、それを考える原点は両先輩の言葉の中にあ

ると確信している。
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関東せいうん

札幌支部長 原田　伸一

　(東高19回生)

　手稲山の雪が解け始め、街に春の香りが漂い始めるこ

ろ、札幌支部の↓年間の活動が始まります。

　４月中句、ほば半年ぶりの役員会が開かれ］今年もよろ

しく」と元気な顔が集まりました。貫禄十分のおじさん、お

ばさんばかりですが､気持ちは青春時代そのままです。

　さて、関東地区青雲同窓会の第21回総会の開催、誠にお

めでとうございます。東京を中心に広範囲な地区で、毎年

しっかり同窓会を開催されることに、心より敬意を表しま

す。これも朝倉敏夫会長はじめ、会員皆様のご努力の賜物

だと存じます。

　また、日ごろ、札幌支部にも一方ならぬご配慮をいただ

き、支部を代表して感謝申し上げます。今年も皆様のご指

導、ご鞭観をよろしくお願いいたします。

最　近、母校の絆を確かめる話題がありました。同窓生カ

ップルのお嬢さんがピアノを勉強レ札幌の高校からウィ

ーンに留学。そこで研さんを積み、５月20日、札幌コンサ

ートホール「キタラ」で“ふるさとデビュー”することに

なりました。ご両親の同級生らが新聞掲載やチケット販売

に駆け回り、当日は客席から静かに、しかレ熱く応援し

ます。

　同じクラシック音楽の分野ですが、北海道新聞夕刊の札

幌交響楽団のプレイヤーを紹介する記事で、新しいトラン

ペット奏者が「私は函館東高校の卒業生」と自己紹介して

いました。ちなみに東京都響を退団して札響に人ったそう

です。札響ファン、音楽ファンの私としては、とてもうれ

しい気分です。こちらもサポーターになりたいと思ってい

ます。

　今年の札幌支部第24回総会「アカシアのつどい」は９月

30日午後６時半からホテルポールスター札幌で開きます。

この機会に皆様も札幌にお出でいただき、交流を深めるこ

とが出来ればありかたく存じます。皆様のますますのご繁

栄とご健康をお祈り申し上げます。　　　　　　　　（丁）

｢関西青雲同窓会｣

の現況

関西青雲同窓会会長小林　正孝

　　　　　　　　　(東高12回生)

　　「函館市立中学校］「函館市立高等学校」そして「函館

東高等学校」と長い歴史の中での制度や校名の変更にもか

かわらず、同じ学舎に学んだ者同士が、それぞれの思いを

込めて一同に会すということで名称を「関西青雲同窓会］

としております。

　同窓会は毎年６月の第３土曜日に「薬業年金会館」で間

催しております。今年は６月18日に第13回の同窓会を関催

します。

　会員数は関西２府４県で約200名おり、毎年40名前後の

会員が出席して旧交を温めております。

　アルコールが増すにつれてなつかしい函館弁が飛び交

い、よもやま話で友達の輪が広がり、あっという間に予定

の時間が過ぎ「校歌］と「ふるさと］を歌ってお関きとな

ります。

　昨年の同窓会には来賓として本部の平沼会長様、東京支

部の田村代表幹事様にご出席頂きました。誌上を借りて厚

く御礼申し上げます。

　同窓会には市中第１期の大竹座元様も出席しています。

　又、東高の校歌を作詞された厚谷悌二様も出席します。

東高校校歌誕生のいきさつや歌詞への思いなど厚谷先輩ご

白身で機会が有れば話してもらえたらと思います。

　又、各期の同窓生で活躍されている方々も沢山おりま

す。京都大学教授の竹田淳子（東高第５期）、皇学館大学

学長の伴五十嗣郎（東高第12期）、陶芸家の山城建司（東

高第19期）、大阪女性文芸協会会長の尾川裕子（東高第22

期）等です。

　故郷から追い関西ですが青雲魂しいは健在です。年齢や

学んだ校舎が追っていても青春時代を青雲台で学んだ同じ

同窓生として、関西に住む同じ仲間として認知しあい、母

校並びに同窓会本部、各支部との連携を密にし、母校の発

展に寄与することを目的として関西青雲同窓会を今後も継

続していきます。

　本部、各支部のご協力ご指導を今後共宜しくお願い致し

ます。

樺電工業株式会社

代表取締役社長

平沼冠三 (東高18)

函館市港町１丁目３２番３７号

青雲同窓会札幌支部

　対ｍ原田伸一（東尚9）

　事務局札幌市中央区大通西５丁目８
　　　　　　　　　昭和ビル８階
　　　株式会社ディール企画内
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事務局移転

幹事長 田村　良人

　(東高17回生)

　関東地区青雲同窓会も創立以来21年目を迎えました。

人でたとえるなら、来年は大学を卒業し、社会人とな

る年齢で、ここまで育ててくれた親に感謝する年とな

ります。今日まで、関東地区青雲同窓会が継続してこ

れたのも、会員の協力、そして中村名誉会長の尽力に

よるものだと思います。また、ご好意で戸田中央総合

病院の院長、会長の雨秘書３名が事務局の運営を行っ

てくださり言葉では言い表せない感謝の気持ちでいっ

ぱいです。

　さて、今回の同窓会終了後、事務局を私の設立した会

社へ移転することに決めました。私は､『函館とっく］を

退職後、設備会社を設立しており、これも縁なのか、当

社は同窓会と同じ年齢であります。現在､官公庁を中心

に、空調・ボイラ･建物管理保守を主にスタッフ15名で

上目も稼動しております。事務所の窓口は、花の女性４

名が電話の対応をしていきます。同窓会専用の電話番号

を設けておりますので、是非、専用電話をご利用くださ

い。会社は、池袋より西武池袋線で１つ目、下町の雰囲

気の残る椎名町（しいなまち）駅下車、徒歩10分の閑静

な住宅街にあります。お近くまでいらした際には、是非

　函館東高校関東地区青雲同窓会の皆様いかがお過ご

しでしょうか。昨年８月の本部の青雲同窓会総会には

朝倉会長を始めとして多数御出席を賜わり有難うござ

いました。

　会長の責務として関東、関西、札幌と各地区の青雲

同窓会に出席させて頂きましたが、特に関西地区の総

会には関東地区の田村幹事長も出席され関東と関西の

より密接な交流が図られた事は真に喜ばしい事であり、

朝倉会長の決断に敬意を表するものであります。

　今後も本部と各地区のみならず各地区同士が更に交

流が深まる事を願うものであります。

　さて皆様もご存知の様に函館東高校と北高校の統合

も具体的な第一歩を踏み出しました。今年４月に入学

した東高校、北高校各々の１年生は２年後の平成19年

お立ち寄りください。

①事務局住所

　　　　〒171-0051東京都豊島区長崎２丁目35番４号

　　　　　　　　　㈱東洋興産内

②事務局の電話番号

　　　　０３－３５５４－７３１４

③事務局のFAX番号

　　　　０３－３５５４－７３１３

①事務局のメールアドレス

　　　　e-mail；kantou-seiun＠県kosan.co.jp

⑤事務局連絡者名(花の４入渠)

　　　　田村、白鳥、杉山、汪波戸(エバト)

⑥関東地区青雲同窓会ホームページ

　　　　http://seiun-dousoukai.web.infoseek.cojp/

４月に来高校の校舎を母校として合流し、新設高校（敢

えて新生函館来高校と呼びたい）の３年生となり、平

成20年３月に第１回卒業生として巣立って行きます。統

合の諸が出て以来、今日まで特に来高校の教職員の先

生方には複雑で面倒な諸問題に直面し大変な苦労があ

ったと思います。そしてそれは今後も新設高校がある

程度落ち着くまで統くと思われます。その中にあって

同窓会としても何か出来る事はないかと考え、歴代会

長や諸先輩の意見を伺い、微力ながらも行動して参り

ました。昨年から今年にかけて公式、非公式を含めて

５回程、北高校の同窓会長、及び北高校長と会合を持

ち、とにかく新設高校がより良い学校に育つ様にとの

観点から各々の同窓会が新たに設立されるであろう同

窓会に支援、協力していく事で基本的な合意に達しま

した。具体的な内容はこれからですが、来高校側では

２年後に合流する各々の１年生に対し今年から合同で

行なえる事業を検討しているとの事ですので同窓会と

して協力出来るものはしていきたいと思っております。

　関東地区青雲同窓会の皆様には、母校がより良く、よ

り大きく育つ事に御支援、御指導を宜しくお願い申し

上げますと同時に関東地区青雲同窓会の益々の発展を

祈念致します。
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一

｢おばんです／｣

～事務局移転に伴って～

　　　　　　広瀬　晶子

うＧ
子

「おばんです」ってなんだろう？戸田医科ｸﾞﾙｰﾌﾟ（ＴＭ

　に大賊した平成３年、当時新人の私は、先輩の佐藤恵

（旧姓：新林）さん・湯山由美子（旧姓：七戸）さんの

ご指導の下、全くといっていいほど理解していないまま同

窓会の総会に連れられたときのことです。

　　「おばんです］と人々が口にされ、いったいどんな意味

をもつ言葉なのか、とても興味があったのですが、単純に

“晩”を丁寧語にしで御”をつけただけで「今晩は］の

意味だと後に分かりました。当時はまるで宗教の祈り「ア

ーメン」「南無阿弥陀仏］のように聞こえてきたのを今に

なっては懐かしく思い出します。

　昭和60年に事務局が戸田中央総合病院の院長室に設けら

れ今年で21年目を迎えます。初代の事務局員、柳津里美さ

ん（旧姓：相川）が当時の役員の皆様と共に事務局を立ち

上げられました。当時、基礎をつくられるまで多くの苦労

があったことと存じま

す。私は４番目の事務

局員ですが、天職の年

に先輩方が退職された

こともあって、同期の

斉藤博美さん（旧姓：

浅沼）と二人で、全く

作業の流れが分からな H3～H8迄の事務局の仲間達

いまま、ただ過去の資料を出して作業を進めていったこと

を思い出します。そんな困っていたときのお助け人が当

時、幹事長を務められていました葛西慨一様です。いつも

笑顔でやってくる葛西様にはいつも親切にご指導を頂きま

した。今でもふと葛西様のことを思い出すと会いたくなっ

てきます。

　やっと同窓会業務の流れが把握できた頃には、後輩達も

でき、彼女達と業務を共にしてまいりました。これまで頑

張ってくれた後輩達を、是非この紙面をお借りして改めて

ご紹介いたいと思います。

H5～H15迄の事務局の仲間達

情野桜子【Ｈ４～】

厚浦涼子（旧姓：利口）【Ｈ４～】

米谷望美【Ｈ５～】

工藤絵里奈（旧姓：三浦）【Ｈ６～】

瓜生美幸【Ｈ７～】

牧野良子（旧姓：佐橋）【Ｈ８～】

保原幸恵【Ｈ９～】

橋元理恵【H10～】

山崎みさき（旧姓：谷）【H13～】

橋本裕子（旧姓：沼口）【H13～】

　儀間玲奈【H14～】

　金子桂子【H15～】

　星江里子【H16～】

　山本真弓【H17～】

以上14名です。改めて

数えるとその人数に驚

かされます。現在は中

村名誉会長ご子息の院 H8～H15迄の事務局の仲間達

長秘書、瓜生さんと試問さんが一緒に事務局の業務を手伝

ってくれております。

　現在､会員は約2,000名、当時から比べると随分増員され

ましたが、ここ数年変化が少なく停滞気味に感じられます。

段々と出席される方も固定されてきたようにも思えますの

で、中村名誉会長の希望でもあります会の若返りを考えま

すと、今後多くのニューフェイスが参加できるような環境

作りも犬切な課題ではないかと思います。また財務に関し

ましては平成８年をピークに同窓会の蓄えも少しずつ乏し

くなってきているのが現状であります。会費の低回収率、

各行事の赤字運営にも問題視すべき点かもしれません。

　しかレこうして長年戸田に根付いていた事務局も今年

６月に田村良人現・幹事長の会社に移転することとなり

ました。今後はさらなるコンピューター化に伴い、作業の

効率化、簡素化が予想されますが、新山新会長、田村幹事

長が全てを負担されないですかよう、役員、会員の皆様の

ご協力が是非とも必要になりますので今後とも引き続き宜

しくお願い申し上げます。私も微力ではありますがお手伝

いさせて頂き、皆様にお目にかかれますことを楽しみにし

ております。

　これまで同窓会でお手伝いさせて頂くうちに、沢山の素

敵なお父さん、美人のお母さんができたような気がしま

す。今では「おばんです」以外に「いずい＝痛い］、「こわ

い＝疲れる」など白分か函館出身かと思うほど方言にもす

っかり慣れてきました。そんな第二の故郷が出来ましたの

も、中村名誉会長の下で勤務する機会を得たお陰で改めて

中村名誉会長に感謝申し上げます。そしてご親切にして頂

いている皆様

にも感謝中し

上げます。今

後とも何卒ご

指導の程、宜

しくお願い中

し上げます。
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上京して、

　　　　はや30年

千歳　芳充

　(東高24回生)

　函館を離れ30年以上過ぎても、「出身地は何処ですか？］と

間かれると、「北海道の函館です」と堂々と笞えてはいます

が、今の函館の社会・経済がどうなっているのか殆ど分らな

い状態です。

　東高在学中は、吹奏楽部に籍を置きチューバを吹き、二年

には副部長、三年には部長を務めました。卒業してからは、

教育実習生として東コニて、社会科の先生にお世話になり二週

間ほど、三年生の政経の授業を径験したことが、今でも懐か

しさが目に浮かびます。

　今では、函館には親兄弟も住んでいないので、築35年にな

る住吉町（函館公園の近く）の実家には、私が年に一、二度

ハ雲の墓参りの際に立ち寄るぐらいです。

　30年以上も東京で生活しているのに、本籍だけは、現在も

まだ函館に置いているため、戸籍謄本等が必要なときにはい

ちいち函館市役所まで請求しなければならず、家族からはい

つも文句を言われています。しかし、私は18年間生まれ育っ

た函館が忘れられず、リタイアでもしたら函館でゆっくり過

ごしたいと思っているのでまだ本籍を変えるつもりはありま

せん（妻は東京育ちのため寒い北海道には行きたくない等と

言っているので結局は無理な望みでしょうが‥・）。

　上京してから、関東地区青雲同窓会を知るまでは、年に何

回か同期の仲間数人と会い東高時代の思い出品等を話ったり

函館巴会

ゴルフコンペ

近正　隆章

　(東高7回生)

　函館巴会のゴルフコンペは、平成９年より函館西高校、

中部高校、東高校と三校合同により、ゴルフを通じて交流

と親睦を図る目的で行なわれ今年で９回目を迎えた。

　今年のコンペは西高校が幹事当番で、４月14日（木）、茂

原の近く「ディスタゴルフクラブ］で行なわれ40名が集ま

り盛大でした。

　当日は前日までの「菜糠梅雨］が嘘のように晴れ上がり、

快晴に恵まれた絶好のゴルフ日和となりました。これも会

員皆様方の日頃の「精神の賜物」の結果だと思います。

　コンペの結果ですが、西高の「ブッチギリ］の優勝でし

た。　１位２位３位と「完全制覇」となりました。　１回より

９回まで団体優勝の経験のない我が東高校ですが、来年は

していました。

　初めて関東地区青雲同窓会の案内を受け出席したときには、

同期やクラブの先輩後輩等も少なく、犬先輩ばかりで余り馴

染めなかったことを思い出します。

　そんな状況だったので同窓会の案内があっても、暫らく出

席を遠慮していましたが、葛西先輩（当時幹事長）から「君

たちのような若い同窓生がどんどん参加して、これからの青

雲同窓会を盛り上げてくれ］と声を掛けて頂いてから、また

同窓会に出席するようになりました。

　回を重ねるうちに、他の大先輩の方々にも顔等を覚えても

らい、兄と同期の９回生の先輩にも声を掛けてもらうように

なりました。そうして少しずつ話をさせてもらいながら、つ

くづく青雲同窓会の先輩の暖かさを実感するようになり、今

では日程の合う限り同窓会に出席しています。

　来年は、私達24回生が、関東地区青雲同窓会の幹事期とな

ります。

　最近は、同期の数名とは、年に一度程会うくらいですが、

そのメンバーも含め、今まで何年も会っていない同期にも声

を掛けて、先輩だちから引き継がれたこの同窓会を盛り上げ

ていきたいと思っています。

　再来年には我が函館東高校が北高と統合レ新しい校名で

21世紀を羽ばたくことになります。

　東高の卒業生としては少々寂しくなりますが、両校の伝統

ある校風をうまくマッチさせ、新しい校風が生まれることを

期待しています。

　これからの関東地区青雲同窓会は、より一層、先輩後輩の

繋がりを密にし、若い同窓生が出席しやすい会にして、同窓

会をいつまでも続けられるように願っています。

　もちろん微力ながら私も頑張りたいと思っています。これ

からも宜しくお願いします。

新しい若い血を導入して是非、みんな団結して優勝を狙お

う。参加をお待ちしております。

　来年は記念の10回大会です。来年また皆様と元気でお会

い出来ます様にと別れました。

　人生もゴルフも「チャレンジ」精神でむかえば良い結果

につながると思います。

　又恒例の青雲会ゴルフコンペも３年程休会にしておりま

したが、今年10月21日（金）、茨城にある「江戸崎カントリ

ー」で行う予定です。多数の参加をお待ちしております。

　参加希望者は事務局まで。又、開催日が近くになりまし

たら書面にて連絡します。
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21年目の同窓会

関東青雲同窓会会長新山　喜一

　　　　　　　　　(東高ｎ回生)

　皆様には、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素

は関東地区青雲同窓会のために格別の御支援、御協力をいた

だき、感謝申し上げます。この度５月28日の総会に於きまし

て、３代目会長を拝命いたしました。先輩諸氏が築いてこら

れた同窓会を傷を付けることなく、更なる発展を目指して頑

張りますので、宜しくお願いします。

　関東地区同窓会は発足以来21年目を迎え、事務局の移転、

年会費の減少対策、若年層の入会促進、通信費の簡素化等難

問は、山積の状態にあります。

　一方、事務処理の一元化では、中村名誉会長の御厚意によ

り、秘書の方々が20年間、事務処理を完璧にこなしていただ

いたわかげで、2,100名の会員を21回生国井澄子さんの尽力に

より、パソコンに登録する事ができました。又ホームページ

も近々立ち上げる予定です。

　関東地区青雲同窓会は、昭和60年５月18日３期生が中心に

なり、設立総会を開催した事から始まり、以後50才になった

ら、当番幹事に当たるようにし、過去１期も欠落する事なく、

続ける事が出来、非常に喜ばしい限りです。しかレ期もだ

んだん若くなるにつれて、担当期の幹事役と連絡とれるまで、

役員が手分けして、連絡をとっているのも現実です。今年の

総会以後は、24期生が当番幹事になります。今後もこの方式

を継続していきますので、御協力お願いします。

　｢同窓｣とは、母校への帰属意識と母校を同じくするもの同

士のコミュニケーションによって成り立っています。関東地区

にあって、青雲の志を共有する先輩､後輩が連帯して、ますま

す強固な会になるよう微力ながら頑張ります。

　最後になりましたが、設立時から事務局を応援していただ

いた戸田中央総合病院の秘書の方々に厚く御礼申しあげます。

４

幹事期まで

　　　３年の歩み

当番幹事 高橋　喜宣

　(東高23回生)

　私、関東地区青雲同窓会の幹事期の年度幹事を拝命させて

いただいた、高橋喜宣と申します。今回、『関東せいうん』に

年度幹事として原稿の執筆依頼がありましたので、幹事期ま

での歩みを書かせていただきました。

　始めは、「我々の総会幹事はどうしたらよいだろうか?」

と平成14年５月25日第18回青雲同窓会総会２次会席上、私

が千歳芳充さん（24回生）へ問いかけたことから始まりまし

た。

　私の同窓会初参加は、昭和63年第４回総会。たまたま目に

した読売新聞の同窓会案内を見掛け、会の存在を知っての参

加でした。昭和48年に東高校を卒業してから一度も同窓会と

いうものに参加したことがなかったからです。

　その新聞の同窓会案内も、競争が激しくなかなか掲載出来

ない所、朝倉敏夫会長の尽力で毎年掲載しているという事を

後で知りました。

　それ以来ほとんど毎年総会に参加してきましたが、一度も

同期生と会ったことかありませんでした。更に、その前の先

輩乱その前の先輩も、少なくとも出席者リスト上､見掛けた

覚えはなく、平成14年の総会でバトンタッチするはずの幹事

がいません。場合によって、次は我々が引き継がなければ､い

けない事になるかも知れないと考えたのです。

　千歳さんからのアドバイスにより平成15年７月６日の長白

２目の第２回関東地区青雲同窓会役員及び各期幹事期旅行に

参加レそれからこの会に関与するようになった訳です。そ

の後、東京都とその近郊に住む同期生の名簿作りからまず始

め、全員に平成15年の第19回総会の参加を呼びかけました。

『東高校関東地区青雲同窓会の案内のため、23回生の幹事期

（50歳時）を再来年に迎え、協力者を募るため手紙を送付させ

ていただきました‥…卒業してから早30年、函館に時々帰省

されているでしょうか。私の場合、冠婚葬祭以外、ほとんど

帰っておりません。両親も早く他界レ故郷も本当に遠くな

っています。同窓生とも全く付き合いがありません。．…１年

に↓度でも、函館市東京事務所所長などから函館の話を関い

たり、校歌を歌ったりして、故郷を懐かしんでいます｡』

　その呼びかけに、第19回総会に森政美さんが参加。紙いて、

米谷（旧姓　大倉）恵子さんは『平成15年８月９日本部同潮

合に（函館）に行ってきました。　３回目です。同窓会（関東

地区）にはどんなものかと１度行きましたが、先生以外は知

りあいもいず、他学年の方の２次会に誘われつつ、それもず

うずうしいかと、ちょっと物足りなく帰ってきました｡』と手

紙を送っていただき、協力を申し出てくださいました。翌第

20回の総会は、皆さんの協力で、同期生５名も参加頂く事が

出来ました。

　そして、今年２月５日、私達23潮幹事潮主催の新年令には、

ｎ名の参加があり、その成果の多くは、米谷さんが関東全域

に拡大した同期生名簿を作成し、全員に新年会の案内を送付

したり、多くの同期生に電話連絡をしたりしたお陰だと思っ

ております。

　加藤（旧姓　松原）京子さんから昨年こんな便りが来まし

た。『３年生になる時に釧路から転校して来ました。卒業後ま

た親の転勤で函館を離れましたので、クラスメイトとも疎遠

になっています。正直、転校生という遠慮があって、同窓会

に行こうという気持ちが今まではありませんでした。なにか

協力できることがあればと思い、手紙を出した次第です。そ

れと、今年はいよいよ50代という歳で、連くなってしまった

高校時代への郷愁もあるのでしょう、たぶん｡』

　その結果３年間程で、合との関わりも深くなり、更にもっ

と深くなりつつあります。合の苦労も若干径験しましたが、

多くの人々と交流する機会が出来て、本当に良かったと感じ

ています。今後、微力ながら、この会に協力していこうと思

っております。

　最後に、この会報の紙面をお借りし、同期生の皆様のご協

力に深く感謝します。



２

喜寿を迎えて

名誉会長 中村　隆悛

　陣中2回生）

　昨年の創立20周年記念会報６号に続いて、この度、７

号が無事発刊される運びとなり、会報担当者に心より

御礼申し上げます。

　日頃より皆様には同窓会に深いご理解を頂き感謝い

たします。

　日本企業が回復に向け、次世代の「組織改革］など

企業成長に取り組んでいるように、我々同窓会も、マ

ンネリ化した同窓会においても自ずと変化を求められ

ます。

まず、「組織改革」として、「同窓会の若返り」にむけ

で役員の改正、そして多くの若い同窓生が入会しやす

い環境を設け、古き先輩方と「青雲魂］で親睦を深め

られる場を提供出来るよう力を注いでおります。これ

は同窓会が未来永劫継続していく上で最も必要不可欠

といえます。その考えを強く持たれる朝倉氏に昨年会

長を委ねておりましたが、仕事上、多忙な日々を送ら

れている理由で、本年から長く幹事長を務められてこ

られました新山氏を新会長に迎えました。内部組織を

よくご存じのベテラン新山氏に任せることは犬変心強

いことであります。今後、朝倉様は小泉首相のブレー

ンとして国家のために、そして新出様には同窓会の発

展のためにご尽力頂きたいと願っております。

　ご承知の通り、少子化に伴い、平成１９年度に函館

北高校と統合致します。母校は統合に向けて着実に準

備を進めていますので、我々同窓会も統合実現に向け

て北高校同窓会と連絡を密にし、より良い同窓会に成

長出来ますようご支援とご協力をお願い申し上げます。

　さて、日本中が熱い声援をむくり、我々に感動を与

えてくれたアテネ五輪は記憶に新しいことと存じます。

当院では三選手がアテネで栄えある栄光を手に致しま

した。まず女子

得した坂井寛子

投手、控え捕手

として参加した

吉田真由美捕

手ヽそして女子尚

カヌー・レーシlj、

ング、カヤックアテネ五輪．日本女子ソフトボールで銅メダルに

フォア日本代表輝いた坂井寛子投手．

で史上初日本決勝進出を果たした足立美穂選手であり

ます。今後アテネで終わることなく、３年後の北京五

輪に向けてさらなる練習を経て飛躍してくれることを

期待しています。

　私事ではありますが、昨年10月に77歳となり「喜寿

迎え、天国行きの切符を買う心境」となりました。昨

年は体調を崩し、一時身を案じましたが、今は元気で

過ごしております。今後は「風邪を引かない」「転ばな

い」「（かつての会合等に）不義理をつける」の

アテネ五輪に出場した選手たち。

左上から、吉田捕手（ソフトボール）坂井投手（ソフトボール）、足立選手（カヌー）

左下から、中村会長、ご子息・中村毅院長

精神で一肩身を清くして頑張っていきたいと

思っております。　しかし本年度より名誉にも

東京医科大学の客員教授を拝命致しましたの

で、切符はもう少し先延ばしにして老骨にむ

ち打って頑張っていきたいと思っております。

　同窓会におきましては皆様のご理解、ご協

力を頂き、微力ながらではありますが見守ら

せて頂きたいと思います。皆様もどうかお身

体を大事にされご活躍下さいますよう、お祈

り中し上げます。万一体調を崩された際には

ご遠慮なくご相談頂き、当・戸田グループ、

兄・哲夫（中部高卒）板橋グループ、そして

弟・秀夫（八雲高卒）上尾グループをご紹介

させて頂きたいと存じます。（CMS一覧表で最

寄りの病院をご参照下さい｡）
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